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NPO法人英田上山棚田団

4月30日は上山摘み草ツアーを開催
熱心な方々にご参加いただき、時期もよく、いろいろ目と舌で味わっていただけました今回の参加者は医療・福祉系の方
も多かったようで、主催者側としても勉強させていただきましたスタッフの方もありがとうございます
これから頻度も上げますし、いろいろな企画をやっていきますううう    薬草オヤジ談

上山関連リンク集！気になるロゴをクリックしてね( ^ω^ )
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5月6日 摘み草ツアーVol.2開催します。～薬草夫婦に会いに行こう～ 

薬草にとって最適の季節 自分たちのフィールドでつみ草ツアー
あまり写真撮れなかったけど、熱心に聞いて、たくさん採取して、ていねいに調理してもらったおかげで薬草を身近に
感じてもらえた会になりました 夜、みなさんの満足そうな投稿や、早速よもぎを干しました…とかイタドリジャム作り
ました…とかうれしい報告もみなさんが生活の中で、薬草を利活用してもらえれば、私たちが師匠から習った意味もあ
るというもの   薬草オカン談

薬草夫婦特集
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NPO法人英田上山棚田団

昨年からドタバタと準備してきたキャンプ場。 
いよいよ今年の4月1日より、営業開始しました！ 
追加の情報がこれからどんどん出てきますので、お見逃しなく！ 

Facebookページに「いいね」お願いします。

大芦高原キャンプ場 ホームページ ★ リリース

「上山ツーリズム」詳しくはこちら棚田千年の歴史を通じて培われてきた、“自然に寄り添う
暮らし”を学ぶ観光です。 
そんな『上山ツーリズム』が、いよいよこの４月から始
まります。現在予定されているツアーは5つです。 
千枚田の景観はもちろん、棚田での農業体験や、食材とし
ての野草やジビエ、晴天率の高い岡山県ならではの星空キャ
ンプ、あるいは超小型電気自動車の体験試乗、などなど。

上山千年の歴史に学ぶ「上山ツーリズム」がはじまります。

メール　info@ueyama-shuraku.jp.    
電話　080-2929-8285 

　(9:00～17:00)

『上山集楽』お問い合わせフォーム 

5つのプランで楽しめる「上山ツーリズム」はじまりました。 

[スケジュール] 
◎集合時間　9：00         ◎終了時間　14：00     

※現地集合・現地解散となります。 

ご自分の車で直接お越しください。なお、集合後、開催場
所までこちらのワゴンで移動していただきます 

[開催人数] 
5人以上-20人まで　※5人以上のご参加で開催いたします 

[参加費] 
大人　　　　　　￥3,000 
小学生・中学生　￥1,000 
幼稚園以下　　　無料 

[備考] 
・服装は長袖、長ズボン、帽子はあった方がよいです 
・少雨決行となります。雨天が予想される場合は最低限の

雨具をご用意ください 
※Facebookから問い合わせ、閲覧できない方は ホーム

ページより問い合わせてください。

棚田の里も春本番をむかえました 
自生している野草、薬草類も食べるには1番よい季節 

今年から本格化するエコツーリズム第一弾として、薬草ツアー
を開催します 

棚田を見ながらの野草・薬草を探索 
採った野草・薬草を使ってランチを作ってみんなで食べましょ

う 
昼食はおにぎり、ピザ、スープ、サラダなどのメニューをご用

意しようかと^^ 
解説は上山の薬草夫婦がご案内いたします

薬草夫婦 テツロー＆くみっきー と 薬草散策ランチ開催

ぜひ、上山の薬草散策ランチにお越しください 
[開催日] 

‒ ‒ 5/6（土） 
※参加ご希望の方は、下記、各日程のFacebookイベント
ページで「参加予定」をクリックしてください！ 

‒ 5/6（土）：https://www.facebook.com/events/
1862556734015431/ 

mailto:info@ueyama-shuraku.jp
https://www.facebook.com/oh.ashi.forest
http://www.oh-ashi-forest.com
https://www.facebook.com/events/1862556734015431/
https://www.facebook.com/events/1862556734015431/
https://ueyama-shuraku.jp/topics/1168/
https://www.facebook.com/oh.ashi.forest
https://www.facebook.com/events/1862556734015431/
https://www.facebook.com/events/1862556734015431/
https://ueyama-shuraku.jp/contact/
mailto:info@ueyama-shuraku.jp
https://ueyama-shuraku.jp/topics/1168/
https://ueyama-shuraku.jp/contact/
http://www.oh-ashi-forest.com
http://tanadadan.org
http://tanadadan.org


 ～視察プランできました～
■ NPO法人英田上山棚田団 活動内容2時間コース 
棚田団の概要、棚田再生について、上山への移住者の流れ、地域
おこし協力隊について、上山集楽みんなのモビリティプロジェク
トの概要、質疑応答

■ モビリティ 3時間コース 
棚田団の概要、上山集楽みんなのモビリティプロジェクトの概要、
質疑応答。トヨタ車体製 超小型モビリティ「コムス」を活用した
モビリティミニツアー（モビリティについてはこちら）

◼料金 
※資料代等 込み 
※最小催行人数 5名としており、5名以上の場合は一人当たりの料
金です。 4名以下の場合は1グループでの料金を提示させていただ
いております。

◼その他 追加メニュー 
※こちらは下記の基本料金に加えて時間は1時間、料金は上記金額
を追加でいただきます。 
※上記3名のプロフィールは別添資料で確認くださいませ。 
※関連記事 （ 上山の薬草 / 移住者紹介（水柿大地） ）

視察についてお問い合せする。

 薬草のある日常

弱音ははきたくないのですが、最近疲れ気味なのはごまかせない
簡単でおいしく！ってことで薬草天津飯とスープ

よもぎを乾燥させています
今までは食べたり飲んだりだけだったけど、今年からは少しでもよもぎ蒸しに
使いたい
熟成したものも良いけど、新鮮なものも絶対良さそう
もうすぐ、うちでも常態的に施術を受けていただけるようにしますので、お楽
しみにぃ～😄

今夜は薬草ハンバーグ♡

ノビルを採り出すと他の薬草がおろそかになってしまう…
薬草あるあるやな笑

薬草家族の食を取り仕切る薬草オカンは知識だけでなく日常の食卓に
も薬草を取り入れる実践型である。日常的に野草などを取り入れて 
家族の健康を見守る。日常的に問い入れてる人の経験や知恵を聞ける
イベントはホンモノといえる。薬剤師という西洋的な分析と東洋的な
感覚をもって説明できる夫婦はかなり貴重な存在である。
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スマホからPCから、クリックだけの協力方法あります。
応援する！ボタンをクリックするだけでポイントが貯まり、「英田上山棚田団」を無料で支
援することができます。(毎月最大3万円) ※応援は1人1日1回までです。無効な応援があっ
た場合は再集計が行われ、対象となるポイントを減算します。右のQRコードを読み取る
「gooddo」「英田上山棚田団」で検索すれば出てくるホームページで下の右のほうにある
『応援する』で毎日ポイント(20～1000)をゲット、ポイント数で支援額が変わります

【ここをクリック】1日ワンクリックでNPOを支

上山集楽への行き方はGoogle map にて アクセス確認はコチラをクリックしてください

次回の定例活動は 

5月13日・14日 
大阪から上山への定例作業は、基本、毎月第2土
日になってます。梅田に集まって乗り合いで上山
に向かいます。1日・2日間どちらでも大丈夫で
す。作業告知・イベントなどはFacebookページ
の「NPO法人 英田上山棚田団」で確認できます。

3つの参加方法で参加連絡おねがいします。

③ メールで参加連絡をする人はコチラ 

① 棚田団FBページから参加連絡する人はコチラ 

② 問い合わせから参加連絡する方はコチラ 

【週末農業体験】英田上山棚田団 定例活動のご案内

スマホで聴けま FM津山 78.0MHz  毎週金曜日 午前10時～11時
番組名「上山集楽 千年田園を世界に届け！」

iPhone、iPadの方はここををクリックして
アプリをダウンロードして下さい。

Android端末の方はここをクリックして
アプリをダウンロードして下さい。

パーソナリティーかっちの「上山集落 千年田園を世界へ届け」

 薬草ファミリーの1週間
薬草オヤジはいま家の増
築をすすめています。上
山のおもしろいところの
一つはなんでも自分たち
でするってことです。 
これは漆喰を塗ってると
ころ、家族で漆喰に挑戦
してました。

そして壁も仕上がり、灯
りもともりました。外壁
は竹をつかってオシャレ
に仕上げてます。外観は
またの機会にお見せしま
す。漆喰で仕上げた壁は
温かみのある空間になり
ますね。

増築してるのは部屋だけ
ではありません。上山の
棚田をパノラマで観れる
テラスも現在作成中、こ
れが完成したら 薬草茶や
薬草料理を食べながら棚
田を楽しめる素敵空間に
なりますね。

29日は村人総出での水路
掃除、これをしないと米
作りがはじまらない。棚
田団の誕生も水路掃除が
きっかけとなりました。

薬草ファミリーも総出で
水路掃除。棚田団が行き
だした頃からは 現地に住
んでる年齢層も若くなり、
協力隊や若手の人数が増
えたことで、草刈りなど
の作業も随分早く終わり
喜ばれています。

大変な作業もみんなでワ
イワイがやがやと楽しく
したり、こういう時に年
輩の方から昔のことを聴
き受け継がれて行く、総
出の作業があることでコ
ミニケーションも深まり
ます。
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